
※（労働者分保険料率）健康保険 49.549.549.549.5→→→→49.449.449.449.4（愛知）／1000、介護保険 8.65→8.95／1000   

厚生年金保険 91.591.591.591.5／1000  雇用保険 3／1000（建設業 4／1000） 

             

 
  
  

    

猛暑の折、皆様方におかれましてはお体ご自愛下さいますようお祈り申し上げます。 

＜6 日 広島平和記念日， 7 日 立秋，9 日 長崎原爆の日, 10 日 山の日, 23 日 処暑＞         

1111....    AugustAugustAugustAugust ご案内・改正情報ご案内・改正情報ご案内・改正情報ご案内・改正情報        

☆当事務所の夏季休業日 8/13-16                                                      

    
    
    
    
    
    
    
    
    

① 厚生労働省は、失業等給付の受給資格のもとになる「被保険者期間」について、１カ月の賃金支払の日数が 11

日以上ある月に加え、労働時間が 80 時間以上ある月も１カ月と扱うことに。８月１日以降の離職者に適用する。勤

務日数が少ない者でも給付が受けられるよう、労働時間による基準を補完的に設けたもの。 

    
② 日本年金機構への届出におきまして、「新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で

提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて」（令和２年７月 17 日、年管管発 0717 第１号 年国発 0717

第１号）が発出され、「適用事業所が機構に書面で提出する届出等においては、事業主の押印又は署名を必要としてい

るところであるが、当分の間、事業主の押印又は署名がなくても、そのことのみをもって不備返戻を行わず、処理を

行って差し支えない」と明記されました    

ただし、特に慎重に本人確認を行う必要があると考えられる届書等については、できる限り押印または署名を求める

ものの、他の方法により本人確認が可能な場合には押印及び署名を不要とするなど、柔軟に対応することとなってい

ます。 

 

③ 厚生年金保険の標準報酬月額の上限

改定＜右の表＞に伴い、改定後の新等級に

該当する被保険者の方がいる対象の事業

主に対して、令和 2 年 9 月下旬以降に日

本年金機構より「標準報酬改定通知書」は

送付されます。 

 

 

 

2. 名言名句  

 

 「どんな事態にも、第三の道がある」 

『打たれ強く生きる』より 城山三郎：1927～2007 年 

 

3.法改正等ワンポイント  1 新型コロナウイルス感染症に関連した雇用保険の特例 

1. 給付制限が行われない措置 失業手当は、離職理由により一定期間、給付を受けることのできない給付制限の期間

が設けられています。ただし、特定受給資格者（倒産や解雇等が理由の離職者）や、特定理由離職者（一定の雇止め、

転居や婚姻等による自己都合退職等が理由の離職者）は、この給付制限の期間が設けられていません。新型コロナの

影響として、2020 年 2 月 25 日以降に、以下の理由により離職した人は特定理由離職者として扱うことにより、給

付制限の期間が設けられないこととなっています。 

① 同居の家族が新型コロナに感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した  
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Go To Go To Go To Go To 

変更などがあり国民は振り回されている感があります。体力維持や管理が大変な中、猛暑でのマスク着用、自粛

から来るストレスを解放してあげないと体調をくずしてしまいます。

そして観光業観光業観光業観光業

心配が尽きません

プロ野球が始まりましたが、地元の

呼ばざるを得ない状況で、

ズはどこへ

イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」

にしましたにしましたにしましたにしました

皆様も

② 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること

もしくは高齢であることを理由に、

③ 新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、

幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る）の

2. 給付日数の延長

言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。そのため、失業手当の受

給者について、給付日数が延長されることになりました。

の所定給付日数を受け終わる人で

① 離職日が

② 離職日が

③ 離職日が

よび特定理由離職者（雇止めの場合に限る）

2222 新型コロナウイルス感染症はＰＣＲの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生

労働省は、

り、「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる

場合には、これ

0428 第 1

あり、労災請求件数も増加、

います。 

 

4.統計

① 厚生労働省は、

2,060 人、労災認定されたのは

多だったと発表した。業種別では「社会保険・社会福祉・

多く、次いで「医療業」（

② 政府は、行政のデジタル化を進めるため、マイナンバーカード情報をスマートフ

ォンに読み込んだうえで、生体認証など暗証番号に依存しない仕組みを検討する。

万円給付で暗証番号やパスワードを忘れた人が市役所などに殺到したため、スマホ

生体認証機能を使って本人確認を可能にする方針。

③ 雇用調整助成金を使えない中小企業などの従業員が対象となる

ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」

を通さずに国から生活資金がもらえるもので、

ことの証明書などが必要

④ 新型コロナウイルスの影響で売上げが下がった中小企業や個人事業主が対象とな

る「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月

の申請となり、賃貸借契約書の写しや賃料支払い実績などの証明書の添付が必要となる。

 

Go To Go To Go To Go To トラベルトラベルトラベルトラベルが混迷の中

変更などがあり国民は振り回されている感があります。体力維持や管理が大変な中、猛暑でのマスク着用、自粛

から来るストレスを解放してあげないと体調をくずしてしまいます。

観光業観光業観光業観光業復興支援に必ずや結びつく復興支援に必ずや結びつく復興支援に必ずや結びつく復興支援に必ずや結びつく

尽きません。 

プロ野球が始まりましたが、地元の

呼ばざるを得ない状況で、

ズはどこへ行ってしまったのか

イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」

にしましたにしましたにしましたにしました（決意！）（決意！）（決意！）（決意！）

皆様もストレスになることを避けストレスになることを避けストレスになることを避けストレスになることを避け

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること

もしくは高齢であることを理由に、

新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、

幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る）の

給付日数の延長 新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも

言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。そのため、失業手当の受

給者について、給付日数が延長されることになりました。

の所定給付日数を受け終わる人で

離職日が 2020年 4

離職日が 2020年 4

離職日が 2020 年 5

よび特定理由離職者（雇止めの場合に限る）

新型コロナウイルス感染症はＰＣＲの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生

労働省は、仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる

場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること」という通達

1号）を発出し対応しています。これに関連し、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることも

あり、労災請求件数も増加、

 

統計・情報 

厚生労働省は、仕事が原因で精神疾患

人、労災認定されたのは

多だったと発表した。業種別では「社会保険・社会福祉・

多く、次いで「医療業」（

政府は、行政のデジタル化を進めるため、マイナンバーカード情報をスマートフ

ォンに読み込んだうえで、生体認証など暗証番号に依存しない仕組みを検討する。

万円給付で暗証番号やパスワードを忘れた人が市役所などに殺到したため、スマホ

生体認証機能を使って本人確認を可能にする方針。

雇用調整助成金を使えない中小企業などの従業員が対象となる

ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」

を通さずに国から生活資金がもらえるもので、

ことの証明書などが必要

新型コロナウイルスの影響で売上げが下がった中小企業や個人事業主が対象とな

「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月

の申請となり、賃貸借契約書の写しや賃料支払い実績などの証明書の添付が必要となる。

が混迷の中、始まっています。コロナ対応の施策は春先から、その多くは随時

変更などがあり国民は振り回されている感があります。体力維持や管理が大変な中、猛暑でのマスク着用、自粛

から来るストレスを解放してあげないと体調をくずしてしまいます。

復興支援に必ずや結びつく復興支援に必ずや結びつく復興支援に必ずや結びつく復興支援に必ずや結びつく

 

プロ野球が始まりましたが、地元の

呼ばざるを得ない状況で、酷い試合が続いてい

行ってしまったのか？

イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」

（決意！）（決意！）（決意！）（決意！）。。。。来年は新チーム新チーム新チーム新チーム

ストレスになることを避けストレスになることを避けストレスになることを避けストレスになることを避け

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること

もしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職

新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、

幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る）の

新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも

言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。そのため、失業手当の受

給者について、給付日数が延長されることになりました。

の所定給付日数を受け終わる人で、以下の通りとなっています。

4月 7日以前の人

4月 8 日から 5

5 月 26 日以降の人

よび特定理由離職者（雇止めの場合に限る）

新型コロナウイルス感染症はＰＣＲの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生

仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる

に該当するものとして、労災保険給付の対象とすること」という通達

号）を発出し対応しています。これに関連し、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることも

あり、労災請求件数も増加、2020 年７月

     

仕事が原因で精神疾患

人、労災認定されたのは 509

多だったと発表した。業種別では「社会保険・社会福祉・

多く、次いで「医療業」（30 件）、「道路貨物運送業」（

政府は、行政のデジタル化を進めるため、マイナンバーカード情報をスマートフ

ォンに読み込んだうえで、生体認証など暗証番号に依存しない仕組みを検討する。

万円給付で暗証番号やパスワードを忘れた人が市役所などに殺到したため、スマホ

生体認証機能を使って本人確認を可能にする方針。

雇用調整助成金を使えない中小企業などの従業員が対象となる

ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」

を通さずに国から生活資金がもらえるもので、

ことの証明書などが必要になる。 

新型コロナウイルスの影響で売上げが下がった中小企業や個人事業主が対象とな

「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月

の申請となり、賃貸借契約書の写しや賃料支払い実績などの証明書の添付が必要となる。

始まっています。コロナ対応の施策は春先から、その多くは随時

変更などがあり国民は振り回されている感があります。体力維持や管理が大変な中、猛暑でのマスク着用、自粛

から来るストレスを解放してあげないと体調をくずしてしまいます。

復興支援に必ずや結びつく復興支援に必ずや結びつく復興支援に必ずや結びつく復興支援に必ずや結びつくと思われますが

プロ野球が始まりましたが、地元の中日ドラゴンズ中日ドラゴンズ中日ドラゴンズ中日ドラゴンズ

酷い試合が続いていて

」と嘆いています

イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」イライラばかりでストレス溜まるだけ」で、体に良く

新チーム新チーム新チーム新チームでスタートして欲しいと切に願います。

ストレスになることを避けストレスになることを避けストレスになることを避けストレスになることを避け、体調に気をつけてお過ごしください。

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること

感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職

新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、

幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る）の

新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも

言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。そのため、失業手当の受

給者について、給付日数が延長されることになりました。

、以下の通りとなっています。

日以前の人・・・離職理由を問わない（全受給者）

5 月 25日までの人

日以降の人・・・・

よび特定理由離職者（雇止めの場合に限る） 

新型コロナウイルス感染症はＰＣＲの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生

仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる

に該当するものとして、労災保険給付の対象とすること」という通達

号）を発出し対応しています。これに関連し、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることも

年７月 14 日 18

 

仕事が原因で精神疾患にかかり、

509件で、いずれも

多だったと発表した。業種別では「社会保険・社会福祉・

件）、「道路貨物運送業」（

政府は、行政のデジタル化を進めるため、マイナンバーカード情報をスマートフ

ォンに読み込んだうえで、生体認証など暗証番号に依存しない仕組みを検討する。

万円給付で暗証番号やパスワードを忘れた人が市役所などに殺到したため、スマホ

生体認証機能を使って本人確認を可能にする方針。（

雇用調整助成金を使えない中小企業などの従業員が対象となる

ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」ルス感染症対応休業支援金・給付金」の受付けが 10

を通さずに国から生活資金がもらえるもので、申請には事業主の指示で休業している

新型コロナウイルスの影響で売上げが下がった中小企業や個人事業主が対象とな

「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月「家賃支援給付金」の申請受付が７月 14141414 日から始まった。日から始まった。日から始まった。日から始まった。

の申請となり、賃貸借契約書の写しや賃料支払い実績などの証明書の添付が必要となる。

始まっています。コロナ対応の施策は春先から、その多くは随時

変更などがあり国民は振り回されている感があります。体力維持や管理が大変な中、猛暑でのマスク着用、自粛

から来るストレスを解放してあげないと体調をくずしてしまいます。

と思われますが、新規

中日ドラゴンズ中日ドラゴンズ中日ドラゴンズ中日ドラゴンズはどうやら

酷い試合が続いていて「8年連続Ｂクラス

います。試合を見ていると

体に良くありません。

でスタートして欲しいと切に願います。

体調に気をつけてお過ごしください。

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること

感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職

新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、

幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る）の

新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも

言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。そのため、失業手当の受

給者について、給付日数が延長されることになりました。対象となる離職者は、

、以下の通りとなっています。

離職理由を問わない（全受給者）

日までの人・・・

・・・・新型コロナの影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者お

新型コロナウイルス感染症はＰＣＲの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生

仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる

に該当するものとして、労災保険給付の対象とすること」という通達

号）を発出し対応しています。これに関連し、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることも

18 時現在では、

にかかり、2019年度に労災申請した人は

件で、いずれも 1983年度の統計開始以降、最

多だったと発表した。業種別では「社会保険・社会福祉・介護事業」が

件）、「道路貨物運送業」（29件）と続いた

政府は、行政のデジタル化を進めるため、マイナンバーカード情報をスマートフ

ォンに読み込んだうえで、生体認証など暗証番号に依存しない仕組みを検討する。

万円給付で暗証番号やパスワードを忘れた人が市役所などに殺到したため、スマホ

（7 月 1 日）

雇用調整助成金を使えない中小企業などの従業員が対象となる

10 日に始まった

申請には事業主の指示で休業している

新型コロナウイルスの影響で売上げが下がった中小企業や個人事業主が対象とな

日から始まった。日から始まった。日から始まった。日から始まった。原則はオンラインのみ

の申請となり、賃貸借契約書の写しや賃料支払い実績などの証明書の添付が必要となる。

始まっています。コロナ対応の施策は春先から、その多くは随時

変更などがあり国民は振り回されている感があります。体力維持や管理が大変な中、猛暑でのマスク着用、自粛

から来るストレスを解放してあげないと体調をくずしてしまいます。Go To 

新規感染者数が

はどうやら今年も最下位争い

年連続Ｂクラス」は確定でしょう。

試合を見ていると「「「「

ありません。そこで

でスタートして欲しいと切に願います。

体調に気をつけてお過ごしください。

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること

感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職

新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、

幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る）の養育が必要となった

新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも

言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。そのため、失業手当の受

対象となる離職者は、

、以下の通りとなっています。 

離職理由を問わない（全受給者）

・・・特定受給資格者および特定理由離職者

新型コロナの影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者お

新型コロナウイルス感染症はＰＣＲの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生

仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる

に該当するものとして、労災保険給付の対象とすること」という通達

号）を発出し対応しています。これに関連し、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることも

時現在では、631 件の請求件数、

年度に労災申請した人は

年度の統計開始以降、最

事業」が 48 件と最も

件）と続いた（6月

政府は、行政のデジタル化を進めるため、マイナンバーカード情報をスマートフ

ォンに読み込んだうえで、生体認証など暗証番号に依存しない仕組みを検討する。

万円給付で暗証番号やパスワードを忘れた人が市役所などに殺到したため、スマホ

日） 

雇用調整助成金を使えない中小企業などの従業員が対象となる「新型コロナウ「新型コロナウ「新型コロナウ「新型コロナウ

った。休業者が勤め先

申請には事業主の指示で休業している

新型コロナウイルスの影響で売上げが下がった中小企業や個人事業主が対象とな

原則はオンラインのみ

の申請となり、賃貸借契約書の写しや賃料支払い実績などの証明書の添付が必要となる。

始まっています。コロナ対応の施策は春先から、その多くは随時

変更などがあり国民は振り回されている感があります。体力維持や管理が大変な中、猛暑でのマスク着用、自粛

Go To トラベルは

感染者数が愛知も急増愛知も急増愛知も急増愛知も急増、全国各地でも増えており

今年も最下位争いで、中日

は確定でしょう。

「「「「選手の使い方や作戦に選手の使い方や作戦に選手の使い方や作戦に選手の使い方や作戦に

そこで！今年は今年は今年は今年はドラゴンズの試合ドラゴンズの試合ドラゴンズの試合ドラゴンズの試合

でスタートして欲しいと切に願います。 

体調に気をつけてお過ごしください。 

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること

感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した

新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、

養育が必要となったことから自己都合離職した

新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも

言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。そのため、失業手当の受

対象となる離職者は、2020年

離職理由を問わない（全受給者） 

特定受給資格者および特定理由離職者

新型コロナの影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者お

新型コロナウイルス感染症はＰＣＲの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生

仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる

に該当するものとして、労災保険給付の対象とすること」という通達（令和

号）を発出し対応しています。これに関連し、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることも

件の請求件数、126

年度に労災申請した人は

年度の統計開始以降、最

件と最も

月 27日） 

政府は、行政のデジタル化を進めるため、マイナンバーカード情報をスマートフ

ォンに読み込んだうえで、生体認証など暗証番号に依存しない仕組みを検討する。10

万円給付で暗証番号やパスワードを忘れた人が市役所などに殺到したため、スマホの

「新型コロナウ「新型コロナウ「新型コロナウ「新型コロナウィィィィ

休業者が勤め先

申請には事業主の指示で休業している

新型コロナウイルスの影響で売上げが下がった中小企業や個人事業主が対象とな

原則はオンラインのみ

の申請となり、賃貸借契約書の写しや賃料支払い実績などの証明書の添付が必要となる。 

始まっています。コロナ対応の施策は春先から、その多くは随時の見直し

変更などがあり国民は振り回されている感があります。体力維持や管理が大変な中、猛暑でのマスク着用、自粛

トラベルは、その癒しにもなり、

、全国各地でも増えており

中日「ドベゴンズドベゴンズドベゴンズドベゴンズ

は確定でしょう。「あの強かったドラゴン

選手の使い方や作戦に選手の使い方や作戦に選手の使い方や作戦に選手の使い方や作戦に？？？？怒り心頭、怒り心頭、怒り心頭、怒り心頭、

ドラゴンズの試合ドラゴンズの試合ドラゴンズの試合ドラゴンズの試合

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること

した           

新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、

ことから自己都合離職した

新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも

言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。そのため、失業手当の受

年 6月 12 日以後に基本手当

特定受給資格者および特定理由離職者 

新型コロナの影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者お

新型コロナウイルス感染症はＰＣＲの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生

仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる

（令和 2 年 4 月

号）を発出し対応しています。これに関連し、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることも

126 件の支給件数

 ＪＲ越美北線終点

見直しや急な

変更などがあり国民は振り回されている感があります。体力維持や管理が大変な中、猛暑でのマスク着用、自粛

、その癒しにもなり、  

、全国各地でも増えており

ドベゴンズドベゴンズドベゴンズドベゴンズ」」」」と   

あの強かったドラゴン

怒り心頭、怒り心頭、怒り心頭、怒り心頭、        

ドラゴンズの試合ドラゴンズの試合ドラゴンズの試合ドラゴンズの試合をををを見ない事見ない事見ない事見ない事

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること

           

新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、

ことから自己都合離職した 

新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも

言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。そのため、失業手当の受

日以後に基本手当

 

新型コロナの影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者お

新型コロナウイルス感染症はＰＣＲの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生

仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行う仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行うことにしてお

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる

月 28 日基補発

号）を発出し対応しています。これに関連し、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることも

件の支給件数になって

越美北線終点「九頭竜湖駅

  

   

        

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること

新型コロナの影響で子（小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、

 

新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、以前の状況に戻るには相当の時間を要するとも

言われています。求人倍率も大幅に減少し、離職者の求職活動の長期化等が予想されます。そのため、失業手当の受

日以後に基本手当

新型コロナの影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者お

新型コロナウイルス感染症はＰＣＲの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生

ことにしてお

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる

日基補発

号）を発出し対応しています。これに関連し、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることも

になって

九頭竜湖駅」  


